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〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日風の子楽習館の催し（8月）

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX53－5080
【休館日】毎週月・火曜日（祝日の場合は翌日）
※申込みは講座開催日１か月前から行います。

浜遊自然館の催し（8月）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（8月）

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日
※ただし、第２第４月曜日は教室のためのみ開館します。
※各教室、準備の都合上２日前までにご連絡ください。定員になりしだい締め切ります。

斐川環境学習センター
（アース館）（8月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験【定員7名】 1日（土） 9:30〜11:30 400円

リサイクル体操 毎週水曜日
5日・12日・19日・26日 9:30〜10:30 150円

エコ・トールペイント教室 7日（金） 9:30〜11:30 1,200円

エコ・ペーパークラフト教室 10日（月）
24日（月） 13：30〜16：30 300円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

野の花教室 19日（水） 13:30〜15:30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 22日（土） 13:30〜16:30 500円

エココンロ作り教室 30日（日） 13:00〜16:00 7,000円

講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費
美しい貝殻でペンダントと
ビーズでブレスレットを作ろう 美しい貝殻で世界に一つしかないペンダントを作ります。 1日（土） 9:30〜 一般・子ども 20名 500円

紙すき体験 ミツマタの繊維を取り出し和紙作りに挑戦します。 2日（日） 9:30〜 一般・子ども 20名 無料

夏休み工作　きれいなボックス型
のLEDイルミネーションを作ろう 

赤青黄のLEDが輝き、点滅したりいろいろな色に次々変
わっていくイルミネーション。自分のものを作ってみます。  8日（土） 9:30〜 

一般・子ども
（低学年は保

護者同伴）
15名 1,000円

湊原海岸でキス釣りを楽しもう キスを釣って調理し美味しくいただきます。 9日（日） 6:00〜 
一般・子ども

（低学年は保
護者同伴）

15名 500円

こだわりのそば打ち体験 種まきからそば打ちまでみんなで楽しくやります。 22日（土） 9:30〜 一般 20名 600円

エコにつながる物作り！Ⅱ
空き瓶を使って可愛い小物
入れを作りましょう

空き瓶を、ペーパーナプキンやＵＶレジン液を使ってか
わいく変身させます。 23日(日） 9:30〜 一般・子ども 20名 600円

教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】 開催日 時　間

一般体験
学習

スライム（20分・50円、ラメ入り100円）桜の小枝ストラップ（30分・200円）
竹のスカイシャトル（30分・150円）竹の万華鏡（30分・250円）竹の紙鉄砲

（30分・150円）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

土日祝
(イベント開催時
は体験学習を行い

ません)

①  9：30〜10：30
②11：00〜12：00
③13：15〜14：15
④14：30〜15：30
⑤15：45〜16：45

夏休み工作
要予約

夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材などを活用して、
みんなの夏休みを応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等はホー
ムページや電話でご確認のうえ、ご予約ください。
※対象：小学生

夏休み期間中の
木曜日と金曜日

（7月31日、8月13日、
14日、20日を除く）

9:30〜17:00
途中休憩有

※制作時間及び日数は
工作内容による

◆自由参加（内容によっては人数制限があります）※体験学習は、団体予約が入っている場合、参加できません。電話でお確かめください。

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 募集人数(対象) 申込期間 参加費

〜自然の川で〜
ヤマメのつかみ取りを

楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われていた櫻
井家のたたら製鉄の歴史を知り、そのきれいな自
然の川でヤマメのつかみどりに挑戦しよう！泳い
でいるヤマメを追い込んで･･･素手でつかまえら
れるかな？　　

23日(日) 10：00〜13：00
100名（先着順）
3歳以上(幼児・
小学生は保護

者同伴)

8月6日(木) 〜
20日(木)

大人　
1,100円/人

子ども　
1,000円/人

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ： 10:00 ～18:30 ※子どもの体験を主な目的とするため大人のみの参加はご遠慮する場合があります。

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 夏の暑さに負けないよう、フォークダンスで楽しく体
力作りをしてみませんか？ 7日・21日・28日（金） 10：00〜11：30 1,500円/月

ひかわ d
で

e にほんご教室 日本語を習いたい外国人の方々のための教室です。楽し
くご指導します。

1日・8日・22日（土） 14：00〜15：30
無料

6日・27日(木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 夏の楽しいお祭り、野菜、花など、絵手紙に描いてみま
せんか？ 28日（金） 13:30〜15:30 600円（材料費別途）

フラワーアレンジメント教室 フラワーアレンジのノウハウを継続的に習う教室です。 22日（土） 14:00〜16:00 600円（材料費別途）
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出雲科学館の催し（8月）（8月）

〒693-0001 出雲市今市町1900－2　☎25－1500　FAX 24－8383
 ホームページ http://www.izumo.ed.jp/kagaku/　
【入館料】無料　【開館時間】9:30～17:30
【休館日】8月は毎日開館します

事前に申し込みが必要です。電話、ハガキ、科学館ホームページ、FAX、科学館受付カウンターのいずれかで応募ください。

8月1日（土）、2日（日）に、「科学の祭典2015　科学の縁結び祭り」を開催します。小中学校、高校、高専、大学、企業、ボランティアの皆さ
んにご協力いただき、約４０の科学にちなんだブースを用意して皆様のご来館をお待ちしています。くわしくは出雲科学館（☎25‐1500）
へお問い合わせください。

応募方法なるほど！教室

マークのある教室に参加するには整理券が必要です。開館時刻（9時30分）からその日に行われる教室の整理券
を受付カウンターで配付します。1人2枚まで、代理人受取可能です。（ただし、保護者同伴が必要な方は代理人に
なれません）　チャレンジ！教室チャレンジ！教室チャレンジ！教室 参加費

無料

整理券

マークのある教室は時間内入退室が自由にできます。ただし、状況によってはしばらくお待ちいただく場合もあ
ります。自由出入

おもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクターおもちゃのインストラクター
養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座養成講座世界の甲虫展2015世界の甲虫展2015世界の甲虫展2015世界の甲虫展2015

　8月8日（土）～ 23日（日）

各回定員100名
主催：科学の縁結びネットワーク

　2,000点におよぶ甲虫（標本）や世界各地に生息している甲虫
（生き虫）を展示します。今年のテーマは「のぞいて観察！甲虫のか
らだ」。甲虫たちのからだをじっくり観察してみよう。

　自信を持って子どもたちと向き合い、豊かな遊び
を子どもたちと楽しむためには、スキルとマインド
を身に付けることが必要です。講座では「遊びの本
質」や「おもちゃの本当の役割」を、遊びのプロであ
る経験豊富な講師が伝授します。計８時間の講座は
ワークショップ中心型。実際に手と身体を動かし、
自分自身がおもちゃの楽しさを実感しながら、学び
ましょう。
◆講　　師：岡田哲也さん
　　　　　　（東京おもちゃ美術館ディレクター）
◆募集人数：30人（2日間参加できる方）
◆対　　象：18歳以上　　
◆募集締切：8月21日（金）
◆参 加 費：8,000円（テキスト代込）
◆応募方法：下記の「なるほど！教室」と同じ方法
　　　　　 で応募ください。

おもしろ！ビックリ！サイエンスショー おもしろ！ビックリ！サイエンスショー おもしろ！ビックリ！サイエンスショー おもしろ！ビックリ！サイエンスショー 

「飛ばしてみよう！」「飛ばしてみよう！」「飛ばしてみよう！」「飛ばしてみよう！」
8月8日（土）、9日（日）
①11:00～　②14:00～
③15:00～

生き虫ハウス

外国産の甲虫と記念撮影

8月8日（土）～ 16日（日） 

①11:00 ～ 12:00　②14:30 ～ 15:30
（各回先着20組1組5人まで）※カメラをご持参ください。

9月5日（土）14:00～17:00
6日（日）10:00～16:00

①10:00 ～ 11:30　②13:30 ～ 15:00

8月17日（月）～ 23日（日）

「できるよ！小さな力でも！」「できるよ！小さな力でも！」「できるよ！小さな力でも！」「できるよ！小さな力でも！」
8月14日（金）、15日（土）、16日（日）
①10:00~　②11:40~
③14:00~　④15:00~

第3弾第3弾第3弾第3弾

「見える見えないの不思議」「見える見えないの不思議」「見える見えないの不思議」「見える見えないの不思議」
8月22日（土）、23日（日）
①11:20～　②14:00～
③15:00～

第4弾第4弾第4弾第4弾

「あっと音（おと）ろくでショー」「あっと音（おと）ろくでショー」「あっと音（おと）ろくでショー」「あっと音（おと）ろくでショー」
8月29日（土）、30日（日）
①10:40～　②13:30～
③15:00～

第5弾第5弾第5弾第5弾

企 画 展 参加無料

イベント 参加無料

第2弾第2弾第2弾第2弾 所要時間 30分

体験時間
5分

所要時間 30分 所要時間 30分所要時間 25分

整理券

教　室　名 開催日 開催時間 所要時間 参加人数など

夏の思い出　宝物ボックスをつくろう
３日(月) ～６日(木) ①10:00 ～　②13:30 ～　

③15:30 ～ 60分
各回先着16人

小学3年生以下は1人につき
保護者1人同伴

惑星モビールをつくろう
3日(月) ～ 9日(日)

受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00

25分 小学2年生以下は3人までにつき
保護者1人同伴

野菜パワーでロケットを飛ばそう！！
7日(金) ～ 10日(月) ①10:00 ～　②13:40 ～

③15:40 ～ 50分
各回先着24人

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

じっくり観察！甲虫をスケッチしよう！
10日(月) ～ 16日(日)

受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00

40分 小学生未満は保護者同伴

音のひみつを調べよう
11日(火) ～ 14日(金) ①10:40 ～　②13:00 ～ 

③15:40 ～ 50分
各回先着24人

小学2年生以下は3人までにつき
保護者1人同伴

水であそぼう
15日(土) ～ 18日(火) ①10:40 ～　②13:00 ～ 

③15:40 ～ 50分
各回先着24人

小学2年生以下は１人につき
保護者1人同伴

木のストラップをつくろう
17日(月) ～ 23日(日)

受付時間
①  9:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 16:00

40分 小学3年生以下は１人につき
保護者1人同伴

ロボットをうごかそう
19日(水) ～ 21日(金) ①10:00 ～　②13:30 ～

③15:30 ～ 60分
各回先着18人

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

天体観望会　～夏の星座と月・土星～
22日(土) 19:30 ～ 20:30 60分

中学生以下は保護者同伴
※曇天・雨天時は

プラネタリウム上映

塩はどれだ？
22日(土) ～ 26日(水) ①10:00 ～　②13:30 ～

③15:40 ～ 60分
各回先着18人

小学3年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

ブレードパラシュートを飛ばそう！
27日(木) ～ 30日(日) ①10:00 ～　②11:00 ～

③14:00 ～　④15:00 ～ 30分
各回先着20人

小学2年生以下は2人までにつき
保護者1人同伴

教　室　名 開催日 開催時間 募集人数・対象 応募しめきり 参加費

夏休み　家族で自由に木工作
8日(土)・9日(日)・

13日(木) 10:00 ～ 16:00
小学生以上5組

（各回1組5人程度）
中学生未満保護者同伴

8月2日(日) 無料
木　工

実　験

実　験

実　験

実　験

実　験

観　察

観　察

木　工

整理券

整理券

整理券

整理券

整理券

自由出入

自由出入

自由出入

自由出入

整理券

ものづくり

ものづくり

木　工 整理券

※応募の際、希望日を
第3希望まで明記し
てください。
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〒699－0904
多伎町口田儀458－1　☎ 86－3644

【休館日】火曜日風の子楽習館の催し（8月）

〒699－0741 大社町中荒木2484　☎・FAX53－5080
【休館日】毎週月・火曜日（祝日の場合は翌日）
※申込みは講座開催日１か月前から行います。

浜遊自然館の催し（8月）

〒699－0624
斐川町上直江2469番地　☎ 72－7411アクティーひかわ（8月）

〒699－0612 斐川町出西1943　☎ 72－5242
【休館日】毎週月曜日・木曜日
※ただし、第２第４月曜日は教室のためのみ開館します。
※各教室、準備の都合上２日前までにご連絡ください。定員になりしだい締め切ります。

斐川環境学習センター
（アース館）（8月）

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代
裂き織り体験【定員7名】 1日（土） 9:30〜11:30 400円

リサイクル体操 毎週水曜日
5日・12日・19日・26日 9:30〜10:30 150円

エコ・トールペイント教室 7日（金） 9:30〜11:30 1,200円

エコ・ペーパークラフト教室 10日（月）
24日（月） 13：30〜16：30 300円

教室名 開催日 時　間 参加費・材料代

野の花教室 19日（水） 13:30〜15:30 1,900円

布ぞうり作り教室
【定員8名】 22日（土） 13:30〜16:30 500円

エココンロ作り教室 30日（日） 13:00〜16:00 7,000円

講座名 内　　　容 開催日 時間 対  象 募集人数 参加費
美しい貝殻でペンダントと
ビーズでブレスレットを作ろう 美しい貝殻で世界に一つしかないペンダントを作ります。 1日（土） 9:30〜 一般・子ども 20名 500円

紙すき体験 ミツマタの繊維を取り出し和紙作りに挑戦します。 2日（日） 9:30〜 一般・子ども 20名 無料

夏休み工作　きれいなボックス型
のLEDイルミネーションを作ろう 

赤青黄のLEDが輝き、点滅したりいろいろな色に次々変
わっていくイルミネーション。自分のものを作ってみます。  8日（土） 9:30〜 

一般・子ども
（低学年は保

護者同伴）
15名 1,000円

湊原海岸でキス釣りを楽しもう キスを釣って調理し美味しくいただきます。 9日（日） 6:00〜 
一般・子ども

（低学年は保
護者同伴）

15名 500円

こだわりのそば打ち体験 種まきからそば打ちまでみんなで楽しくやります。 22日（土） 9:30〜 一般 20名 600円

エコにつながる物作り！Ⅱ
空き瓶を使って可愛い小物
入れを作りましょう

空き瓶を、ペーパーナプキンやＵＶレジン液を使ってか
わいく変身させます。 23日(日） 9:30〜 一般・子ども 20名 600円

教　室　名 内　　　　容　　　【 所要時間（目安）・参加費 】 開催日 時　間

一般体験
学習

スライム（20分・50円、ラメ入り100円）桜の小枝ストラップ（30分・200円）
竹のスカイシャトル（30分・150円）竹の万華鏡（30分・250円）竹の紙鉄砲

（30分・150円）などその他にもたくさんの体験学習ができます。

土日祝
(イベント開催時
は体験学習を行い

ません)

①  9：30〜10：30
②11：00〜12：00
③13：15〜14：15
④14：30〜15：30
⑤15：45〜16：45

夏休み工作
要予約

夏休みの工作をお手伝いします。エコな視点で自然素材などを活用して、
みんなの夏休みを応援します。なお、詳しい工作内容・制作時間等はホー
ムページや電話でご確認のうえ、ご予約ください。
※対象：小学生

夏休み期間中の
木曜日と金曜日

（7月31日、8月13日、
14日、20日を除く）

9:30〜17:00
途中休憩有

※制作時間及び日数は
工作内容による

◆自由参加（内容によっては人数制限があります）※体験学習は、団体予約が入っている場合、参加できません。電話でお確かめください。

イベント名 内　　　　容 開催日 時　間 募集人数(対象) 申込期間 参加費

〜自然の川で〜
ヤマメのつかみ取りを

楽しもう！

多伎町奥田儀の宮本川の上流で昔行われていた櫻
井家のたたら製鉄の歴史を知り、そのきれいな自
然の川でヤマメのつかみどりに挑戦しよう！泳い
でいるヤマメを追い込んで･･･素手でつかまえら
れるかな？　　

23日(日) 10：00〜13：00
100名（先着順）
3歳以上(幼児・
小学生は保護

者同伴)

8月6日(木) 〜
20日(木)

大人　
1,100円/人

子ども　
1,000円/人

◆事前申込（電話で申し込み・先着順）　※受付時間 ： 10:00 ～18:30 ※子どもの体験を主な目的とするため大人のみの参加はご遠慮する場合があります。

教室名 内　　　容 開催日 時　間 参加費

フォークダンス教室 夏の暑さに負けないよう、フォークダンスで楽しく体
力作りをしてみませんか？ 7日・21日・28日（金） 10：00〜11：30 1,500円/月

ひかわ d
で

e にほんご教室 日本語を習いたい外国人の方々のための教室です。楽し
くご指導します。

1日・8日・22日（土） 14：00〜15：30
無料

6日・27日(木） 19：00〜20：30

絵手紙教室 夏の楽しいお祭り、野菜、花など、絵手紙に描いてみま
せんか？ 28日（金） 13:30〜15:30 600円（材料費別途）

フラワーアレンジメント教室 フラワーアレンジのノウハウを継続的に習う教室です。 22日（土） 14:00〜16:00 600円（材料費別途）
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